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最新YouTube版　須藤甚一郎「ウィークリーニュース」（８０４号）は、憲法違反の小学校長交際費の特集です。ご覧ください！QRコードですぐ見られます。
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目黒区議会議員　ジャーナリスト・目黒区行政監視団代表

須藤 甚一郎
目黒区の問題
がよくわかる 政務活動リポート

須藤甚一郎　政務活動リポート 平成29年3月号　（1）

　こんな事件は、公立小学校で初めての事
件だ！
　なんと累計２９人の目黒区立小学校長が、
合計約４９万円余の交際費を奉納金又は祭
礼祝金等として神社仏閣に支出していたの
だ。憲法２０条及び８９条で定める政教分離
の原則に違反する重大事件だ。
　私、須藤は、３月９日、１０日の予算特別委
員会の総括質疑で、青木区長、尾崎教育長、
横田代表監査委員の３人を区立小学校の校
長累計２９名が交際費４９万円余を違法に支
出した責任者として徹底追及した。

　校長交際費の使い途は、憲法違反と気づ
き調査していた目黒区民の宮内実太郎さん
が、昨年１０月の区長懇談会で、問題提起を
したから発覚したのだ！
　もし、宮内さんが校長交際費の違法な使
い途に気がつかなければ、いまだに違法な
交際費支出が続いており、目黒区の損害額
はまだまだ増えていた。宮内さんに関して
は、私がインタビューしたので、別にコラム
欄で詳しくお伝えする。

　青木区長は、交際費を違法支出した校長
らに、毎年厳しくチェックせずに交際費を予
算に組み、渡していた最高責任者である。
　尾崎教育長は、校長らの神社仏閣への交
際費支出は、不適切だが違法ではないと主張
するが的外れだ。明らかに憲法８９条に違反
しているのである。毎年、校長らの交際費支
出を調べていれば、とっくに不正を発見する
ことができたはずである。年度を遡って調べ
れば、他にも違法支出あるはずだが、調べた６
年間を見過ごしただけでも怠慢そのもの。
　横田代表監査委員は、今回の不正、憲法違
反に該当する事案が発覚したにもかかわら
ず、小学校長の３年間に１回のペースで定期
監査をしただけである。目黒区の校長らの不
正を正す、それが代表監査

委員のやるべきことだ。教育
部局が実施した全校長、園長
らの調査結果あるのに、代表
監査委員は限定されている定
期監査の結果だけ発表して、
議会、議員、そして区民を混乱
させただけである。そんな代
表監査委員は、何の役にも立
たず、一刻も早く辞めさせる
べきである。憲法を遵守しな
ければならぬ、地方公共団体
の事務を逆に誤らせるだけで
ある。
　「東京新聞」（平成２９年２月１０日）は、つ
ぎの記事を掲載した。
―――――――――――――――――――

　「目黒区教育委員会は、区立小学校計５校
で２０１１年度以降、校長交際費から神社の祭
礼の奉納金などとして計４１件、計約４９万円
を不適切に支出していたと発表した。
　区教委によると、交際費の取り扱いを定め
た要綱が、宗教団体への支出について明記
しておらず、校長らは地域行事への協力に対
するお礼だった、と説明しているという。昨年
１０月、区長懇談会で区民から疑問を寄せら
れ、区内の全小中学校などを調査していた。
　区教委は、校長らの交際費取り扱いの基
準を新たに定め、「宗教法人や宗教行事への
支出は交際費に該当しない」と明記した。関
係職員は不適切と判断された支出に、法定
利息相当分を上乗せして返納した。
　区の尾崎富雄教育長は「教育に従事する
公務員として適切ではなく、深くお
わびする」とコメントした」
――――――――――――――――――
　この東京新聞の記事は、尾崎教育長が２９
人の校長の交際費支出について、「不適切
に支出していた」との説明に従ったものだ。
しかし、尾崎教育長は「校長交際費から神
社の祭礼の奉納金などとして計４１件、計

約４９万円を不適切に支出していた」と発表
したのだから、憲法８９条＆２０条の政教分
離原則の違反に該当すると掘り下げてほし
かった。
教育委員会の尾崎教育長が、「深くおわびす
る」とちょこんと頭を下げて一件落着するほ
ど簡単な事件ではない。日本国憲法２０条と
８９条に定められている政教分離の原則に
違反し、違法な重大事件というべき大問題な
のである。

　憲法で定める「政教分離の原則」とは、日
本国憲法に「政教分離」の言葉はないが、「憲
法２０条 信教の自由は、何人に対してもこれ
を保障する。いかなる宗教団体も、国から特
権を受け、又は政治上の権力を行使してはな
らない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかな
る宗教的活動もしてはならない。
　憲法89条は,「公金その他の公の財産は，
宗教上の組織若しくは団体の使用，便益若し
くは維持のため，又は公の支配に属しない慈
善，教育若しくは博愛の事業に対し，これを支
出し，又はその利用に供してはならない」
　したがって、目黒区立小学校の校長累計
２９名が、区長交際費を神社仏閣の奉納金
又は祭礼祝金等として支出していた事例は、
まさに憲法８９条で定める
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　私、須藤甚一郎が原告になり、青木英二目
黒区長を被告にして、住民訴訟を起したのは
昨年の平成２８年５月１８日。どんな訴訟だっ
たのか、わかりやすく説明する。
　目黒区の区長たちは、区民のためを考え
ずに、あたかも土地ころがしに夢中な不動産
業者のようであった。そもそも目黒区有地Ｊ

Ｒ跡地とは、東横線の中目黒駅と代官山駅
の中間にある元国有鉄道の官舎跡地（ＪＲ跡
地という）であり、住宅地としては一等地だ。
国鉄が民営化された後、

原告須藤が昨年５月に青木区長よ、
損害を賠償せよと住民訴訟！
ついに東京地裁で３月３０日に判決！
青木英二目黒区長が、随意契約で区有地
ＪＲ跡地を最高価格より１９億６７００万円
も安く東京音大グループに売却！
目黒区民に大損害を与えた

右段に続く①

2ページに続く①

2ページに続く②

文教・子ども委員長・須藤甚一郎が、
予算委員会の総括質疑で
憲法違反を徹底追及６０分！

目黒区民の宮内さんが、
校長交際費の違憲支出に気づき、
区長懇談会で問題提起！

神社奉納金などに校長交際費４９万
円目黒区立小５校、校長２９人

憲法で定める
「政教分離の原則」とは！

青木区長、尾崎教育長、横田代
表監査委員の３人が、小学校校
長２９人の交際費を違憲支出さ
せた責任者だ！

目黒区民・宮内実太郎さんが、撮影した鷹番小学校長が
碑文谷八幡の祭礼に３千円奉納した証拠だ

須藤は昨年５月、青木区長にJR跡地を１９億も安く随意
契約で売った損害賠償せよ、と住民訴訟ついに判決！

憲法の政教分離原則
を無視する尾崎富雄
教育長

青木英二区長は、
小学校長に毎年、
区長交際費を支給

累計
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「公金その他の公の財産は，宗教上の組織若
しくは団体の使用，便益若しくは維持のため，
又は公の支配に属しない慈善，教育若しくは
博愛の事業に対し，これを支出し，又はその利
用に供してはならない」に該当し、憲法違反そ
のものなのである。
　目黒区は、つぎの報告書を区議会の文教・
子ども委員会に報告し、その後、新聞等のメ
ディアに情報提供し、区のホームページに掲
載した。区のホームページに掲載した教育委
員会が作成した文書をダイジェストして紹介
する。

　目黒区立小学校長の交際費について、支出
にあたり適切ではない取扱いがありました。
経緯等
　平成28年度区民と区長のまちづくり懇談
会において、校長・園長交際費の支出へ疑義
を呈する区民意見があったことから、（須藤
注：すでに説明したように、目黒区民の宮内
実太郎さんが校長交際費で祭礼の奉納金を
払うのは違憲であると問題提起したのであ
る）全学校、幼稚園、子ども園の支出につい
て調査を実施し、調査結果を踏まえた具体
的な対応を行っていくこととしました。
　調査対象　全学校・幼稚園、子ども園の支
出について、平成23年度から27年度、及び
平成28年度の計6年間を対象としました。
　結果　全ての支出において、校長・園長は
神社仏閣等で行われる宗教行事等へは参加
していません。（たとえ校長が、神社仏閣の
宗教行事等に参加していなくても、奉納金又
は祭礼祝い金を支出したら違憲であり違法
だ）一方、奉納金又は祭礼祝金等として支出
していた事例は下表のとおりです。

　支出に対する考え方
　調査結果における計41件の事例は、学

校・園の円滑な運営を期して、地域の活動団
体、関係機関、その他の協力者との交際又
は交渉を目的としていましたが、区民に、学
校・園長交際費の支出基準から逸脱している
等の疑義を生じさせる恐れがあり、公費とし
て求められる公正・中立性の観点から鑑みる
と、支出にあたり適切ではない取扱いがあっ
たものと考えます。
区への返納
　調査結果における計41件の事例につい
て、教育委員会事務局職員及び関係職員に
よる自主的な申し出があり、係る全額に民法
に規定する法定利息相当分を加味した金額
が1月27日付けで区に返納されました。

　まず交際費の神社仏閣への支出は、憲法
違反で違法であるのは、明らかであるのに、

「公費として求められる公正・中立性の観点
から鑑みると、支出にあたり適切ではない取
扱いがあったものと考えます」と、遠回しの
言い方をして、違法であることは認めていな
いのだ。
　教育長は、「適切ではない取り扱い」という
が、事務局職員や関係職員は自主返納をし
たが、不適切な支出は何らしていない。適切
ではない支出をしたのは、校長たちである。
私、須藤が、総括質疑で尾崎教育長になぜ、
適切ではない支出をした校長たちに、自主
返納することを勧めなかったのかと質疑をし
たら、「区長交際費の支出は、違法ではない
からです」と答弁した。
　しかし、適切ではない支出や違法な支出を
していない事務職員や関係職員の自主返納
を受けとっていいのか。尾崎教育長の論法で
は、事務職員や関係職員が違法や不適切な
支出をしたことになってしまうではないか。

２３年前ＪＲ跡地を２つに分割し
目黒区と東京都が購入した。目
黒区の購入費は約３２億円。
　目黒区の取得目的は、区民住
宅、高齢者住宅など区民の福祉
住宅建設であった。が、当時の河
原区長、その後に薬師寺区長も
取得目的を実施せず。薬師寺区
長もその後の青木区長も取得目
的はそっちのけで、あたかも不動
産業者の土地ころがしの様相を呈した。定期
借地権の採用などを計画し、無駄な調査費
を出していろいろやったがどれも実現せず。
結局、違法な随意契約の公募提案方式、つま
りコンペティション方式、見積り合わせで売
却した。

　目黒区有地ＪＲ跡地売却にあたり、価格
の有利性を適正に判断せず違法な随意
契約で、４事業者の見積り合せの中で購
入最高提示価格６１億７９２１万円余より
１９億６７５８万円余も安く、「音楽の杜グ
ループ（東京音大等）」に４２億１１６２万円余
で売却した。
　その結果、青木区長は１９億６７５８万円余
の損害を目黒区に発生させたのだ。そこで
原告の私、須藤は、個人としての青木英二は
損害を賠償せよ、と住民訴訟を東京地方裁
判所に提訴した。
　原告の私が、裁判の過程で、訴状、準備書
面（１）及び（２）で、被告の区長・青木の違法
売却を追及したポイントを紹介しよう。
　被告の区長・青木（正確には青木の代理人
である特別区人事・厚生一部事務組合法務
部）が、最高価格より１９億７６００万円余も
安く売却したのに、違法でなないと主張する
のはこうだ。

　３０年も前の最高裁判例である「多少とも
価格の有利性を犠牲にする結果になるとし
ても、」（略）「ひいては当該普通地方公共団
体の利益の増進につながると合理的に判断
される場合も同項１号（現行地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第２号）に掲げる場
合に該当するものと解すべきである」を勝手
に都合よく解釈したからだ。そこで、私は判
例の「多少とも」に焦点を絞って闘ってきた。
　最高裁判例の誤読、勝手な解釈でこの３０
年間、全国の地方公共団体の富がいくら失
われたことか。裁判所が早く気づいて、富が
失われることを防いでほしい。
　この最高裁判決の「多少とも」は本来、ど
ういう意味なのか。「多少とも」を国語辞書
で引いてみる。
①「広辞苑５版」（岩波書店）「多少とも」：「少

しでも、いくらかでも。」「例文：「――お役
に立てば幸いです」

②「新明解国語辞典６版」（三省堂）「多少と
も」：「あまり多くは期待しないが、まったく
無いよりは良いという気持ちを抱く様子」

「例文：――多少ともお役に立てばと思い
ます」

　「多少とも」が、本来、「ほんの少し」といっ
た意味であることは間違いないことがわ
かる。したがって、最高価格との価格差が
１９億７６００万円余もある場合は、とうてい

「多少とも」に該当しないのは自明である。
　最高裁判例は「わずか６５０万円の価格
の有利性犠牲」であり、区長・青木がＪＲ跡
地を売却したのは、価格の有利性犠牲は
１９億６７００万円余であり、多少ともに該当
せず、違法なのである。
　さて、３月３０日の本件住民訴訟の判決は
どんな結果になるのか？

最高裁判例は、
わずか６５０万円の価格差で
あり本件には該当せず！

◆出席者：町内の隠居（８３）　万年少女（６４）　区議
　会議員：須藤甚一郎（７８）
　明仁今上天皇とおない歳のご隠居と小池百合子東
京都知事とおない歳の万年少女おばちゃま、それに区
議のじいさん須藤甚一郎で、大いにしゃべろうぜ！
　隠居　自称万年少女のねえちゃんよ、石原慎太郎
が言う、大年増で厚化粧の都知事の小池百合子とお
ない歳なの？サッパリメントっての何を飲んでるんだ
い？
　万年少女　サップリメントとっていうのよ。あた
しゃ、何も飲んでいないわ。
　隠居　顔も髪もサッパリしてるからサッパリメント
でいいんだ。いま、オレガ気に入らないのが、あの髪
がべらぼーに長いねえちゃんだ。獅子舞のような長髪
で、電車の中でそばに寄ってくると身震いするぜ。
　区議　それは正しい。女の最近の長髪はきれいな
のが少ない。後ろ姿を見ると長い髪がバサバサのまん
まで、ホモサピエンスになる前の類人猿にそっくりだ
よ。結びもせず、むかし女子中高生がやった三つ編み
にもしていないから醜いだけだもんなァ。
　隠居　そりゃ昔だって、長い髪の女もいたけれど、
カッコよくて抱きつきたいくらいだったぜ。長い髪を
アップに結んだ首のうなじなんか、色っぽくてなめたく
なったもんだ。

教室のあっちもこっちも
ヘップバーンをパクったショートヘア
　区議　ショートヘアがカッコよかったな。ぼくがが
中学３年の昭和２９年の夏休みに、オードリー・ヘップ
バーン主演の「ローマの休日」が封切りになったんだ。
ぼくは赤羽の封切り映画館で板橋区立志村一中の野
球部の先生と一緒に実に行った。王女役のヘップバー
ンが王女とわからないようにショートカットにしても

らって、ローマの街に遊びに出かけるシーンがよかっ
たなァ。しびれたね。
　万年少女　あたしも、ずっと後に「ローマの休日」を
見たけど、いい映画よね。あたし自身が王女になった
つもりでドキドキしながら見たわ。
　区議　夏休みが終わった後が、すごかったよ。
　隠居　スイカの皮を干して、王冠にしてかぶってき
たのか？
　区議　まさか、アッハッハ！そうじゃない。一クラス
５５人ぐらいで、半分の２７～８人が女子中学生。その
ほとんどが「ローマの休日」のヘップバーンのように
ショートヘアにしちゃった。教室のアッチコッチもヘッ
プバーンばっかりさ。（笑）
　カワイイ子も鼻ペチャもみんな似合ったなあ。
　隠居　大流行したのは俺も知っているよ。ザンギリ
頭にした女の子もいて、明治時代の書生みたいで笑っ
たもんだ。でも、いまの長髪と違って清潔感いっぱい
だった。
　万年少女　あたしもいまだに短髪、ショートヘアだ
けど、話題にしくれなの？小池知事とほとんど同じ長さ
のショートヘアよ。どう似合うかしら？
　隠居　いいね、いいね、ウフフフッ（笑）
　万年少女　なによ！そのウフフフッて（睨みつけて）
　隠居　須藤くんは、ショートヘアの女が好きなのさ。
そうだよな（笑）泉ピン子か中村メイコみたいなショー
トヘアと渋谷の台湾料理屋で食ってたしなァ～。アハ
ハッ！
　区議　記憶にございましぇーん（笑）
　万年少女　去年夏の都知事選では、ずいぶん小池
候補を応援してたようだけどショートヘアだから（笑）

小池百合子はケツを
まくるのが上手だ！

　区議　違うよ。小池さんが自民党の公認がとれず無
所属で出馬するというので東京都内の無所属の区議
会議員、市議会議員が知事選スタートの直前、５０人ほ
ど集まって、励ます会をやった。
　ぼくが最年長だったので会の最後に「ガンバレ！コー
ル」をやれってんで、ぼくが大声張り上げ「都知事選は
男は卑怯（ひきょう）、女は度胸だッ。小池百合子、ガン
バレ！」ってガンバレコールをやった。その様子をテレ

ビ局が撮っていて、すぐに夜のニュースで放送した。
それを見た友達が「小池を応援するのか？」って電話し
てきたよ。
　隠居　小池はケツをまくるのが上手だったな。ケツ
をまくるたって尻を見せるわけじゃない（笑）。自民党
都連会長の衆院議員・石原伸晃らが、小池を公認しな
いので、彼女が怒って自民党に噛みついた。ケンカ上
手なんだ。これでイッキに自民党支持、野党支持も一
挙に味方にしちゃったな。
　区議　そのとおり。選挙運動の初日から野党が支持
した鳥越俊太郎なんかを大差でリードした。
　ぼくは自分のブログで、すぐ当確と発表し、連日、小
池の街頭演説をビデオで撮ってYouTubeで放送した
よ。ぼくのブログだけでも、あっという間にアクセス数が
１万件を超えてしまう。こんな経験は初めてだったね。

小池百合子は、
街頭演説で笑わせないと！

　小池がガラス張り選挙カーで新宿～渋谷～恵比寿
～有楽町と移って演説をしていく。その様子がほとん
どリアルタイムで、スマホ、ＰＣ、携帯電話で見られた
のだから盛りあがる。
　隠居　俺もパソコンで見たけれど、あんな面白い
選挙ははじめてだったなァ。冗談が上手でね、都知事
にするなんてもったいないぜ。お笑い芸人にピッタリだ

（笑）
　区議　小池は演説のやりすぎで声がかれたとき「あ

たしは美声が売りなんだけど、声がかれてきて、歌手
の桂銀淑（ケーウンスク）に似てきたでしょう、だって」

（笑）小池自自身も認めていたが、街頭演説で聴衆を
笑わせないと気が済まないって。
　小池は関西の芦屋育ち、テレビで毎日、放送された
関西のお笑い、そう吉本新喜劇を見たりして、コツを
身につけている。
　万年少女　石原慎太郎さんから「大年増！厚化粧
だ！」とコケにされたのが、逆に小池さんの票につな
がった。その勢いで都議会のドン、自民党の内田都議
も引退に追い込んだ。大したもんだわ。
　千代田区長選も応援した現職がトリプルスコアで圧
勝したわね。スゴイわよ。
　隠居　豊洲問題では去年１１月の移転を延期した
のはよかった。豊洲移転を決めた慎太郎を事実上すで
に葬ったからな。
　でも小池新党は「龍頭蛇尾」に終わらないかい？
　区議　小池塾を発表したときは、塾生が４，０００人
も応募し大騒ぎ。けれど現在の状況では７月の都議選
で小池新党がどこまで伸びるか、そう簡単にはいかな
いよ。

小池新党は都議選で
圧勝するのは難しい！

　もう終了したが小池塾の受講料は、男５万円、女４万
円、学生３万円とめっぽう高い。次々に公認候補を発表
しているが、話題の候補がまだいない。目黒区や文京
区の候補者は、４年前の都議選で落選した民主党（現、
民進党）の候補をリユースしただけだ。新鮮味がまった
くない。
　小池塾で高い受講料を払った塾生たちは、すでにム
クれているようだ。
　隠居　そりゃそうさ。何もできない塾生でも議員に
なりたいって高いカネ払ったんだから。小池百合子が
まだ自民党を飛び出さずに自民党の草鞋（わらじ）を
履いているようじゃ、気合いに欠ける。小池百合子ひと
りだけの都知事選のように、都議選で圧勝するのは難
しいよ。
　区議　その通り。都議選なんか都知事選ほど面白く
ないし、盛り上がらないからな。

1ページ①より続く 1ページ②より続く

年度
23 年度
24 年度
25 年度
26 年度
27 年度
28 年度

計

支出件数
6
7
7
7
7
7

41

支出額
61,656
86,656
91,656
83,674 
84,345
79,209

487,196

小学校数
4
5
5
5
5
5

29

区長・青木が、随意契約で
１９億６７５８万円余安く
売却したのは違法だ！

校長・園長交際費の支出に係る
対応について（更新日：2017年2月9日）

教育委員会が作成した上記の文
書は、問題点ばかりである。

町内の隠居、万年少女おばちゃま、目黒
区議・須藤の「元気で虚しい３人」が大
いに語る！小池百合子知事から石原慎
太郎、長髪ブームとヘップバーンまで

プレミアム 三虚頭座談会

小池知事誕生の夜、無所属区議たちと

碑文谷八幡前で須藤と宮内さん

須藤の議場の
姿アレコレ

議場での青木区長
ああ眠い！

校長交際費問題
JR 跡地訴訟判決
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　地方自治法100条にもとづき、地方議会が
自治体の行政事務について調査する必要があ
ると判断した場合に設ける委員会。
　その調査権は国会の国政調査権に相当する
もので、調査に必要な関係者の出頭・証言や記
録の提出を求めることができ、これに違反すれ
ばその関係者は告発され、正当な理由がなくて
出頭や証言を拒否したときは罰せられる。自治
体に疑惑や不正事件が発生した場合に設ける
例が多い。
　しかし実際には、議会の会派構成や政治事情
に左右されて、百条委員会の設置が否決された
り、設置されても疑惑が十分に解明されないま
まに終わる例が少なくない。（日本大百科全書：
小学館）より
　地方自治法１００条７第二項において準用す
る民事訴訟に関する法令の規定により宣誓し
た選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をした
ときは、三箇月以上五年以下の禁錮に処する。

　議員の海外視察は国会議員から地方議員ま
で「ムダ遣いだよ！」って問題になっているのは、
みなさんご承知のとおり。でも、この視察は変
わっている。なにしろ全員が区議会の議長だと
いうのだから。東京都２３区が共同して運営す
る東京二十三区清掃一部事務組合がある。そ
の議会は２３区の区議会の議長が議員になって
清掃事業を運営している。
　東京二十三区清掃一部事務組合の議会が、
全議員で海外視察をする経費１，８４４万円を含
む新年度予算案を可決した。ゴミ処理の視察

　石原慎太郎元
知事は「豊洲移
転の東京ガスと
の交渉は、浜渦
副知事らに任せ
たし、都議会も議
決したのだから、
私だけの責任で
はない」と記者会見で逃げた。しかし、地方自治
法や最高裁判例では、契約の責任者は地方自
治体の首長であり、議会が議決しても契約の責
任は議員たちにはないのだ。そんな基本的なこ
とも知らず、石原は都知事を３期もやったのだ
からあきれる。テレビ・新聞のメディアも不勉強
だから、会見で石原が逃げたら、まともに追及
できなかったのだ。
　東京都の豊洲市場移転に関し審議する都議
会の百条委員会は、石原元知事、浜渦副知事や
中西副知事ら都中央卸売市場の元市場長４人
など関係者合計２０人を、３月１１日と１８～２０
日の４日間に喚問して調べる

先は、4月11日～15日にマレーシアとシンガ
ポール。23区の区議会議長に同組合職員5人
が随行する。飛行機はエコノミークラスだ。
　海外視察は４月だけれど、多くの区議会では
視察後の５月に議長が代わる予定だ。海外視察
してもほとんどが役に立たず。視察するなら、
なぜ年度初めにやらないのか。２３区の全議長
が、巨額の費用を使って海外視察に行かねば、
ゴミ処理ができないわけではあるまい。「そりゃ
ムダ遣いだ！」と区民の声が上がるのも当然だ
よ！なーるほどね。

恐ろしく厳格な規則だ！嘘の証言したら
最高５年以下の禁固刑！

なんと東京23区の区議会議長が、
全員で海外へゴミ視察だって！

[百条委員会]とは

　青木区長所信表明平成２９年
第１回定例区議会
　今年の所信表明もまたマンネ
リだ。「めぐろ区報平成２９年２
月２５日号」に掲載された青木
区長の所信表明（概要版）のい
くつか抜粋して点検した！
　住みたいまち住み続けたいま
ちに向けて
　（概要版）より

 
　「行財政改革」「まちの安全・
安心」「子育て・教育・福祉・健康」

「環境問題」の４つのアクション
プログラムをはじめとして区政
の課題解決に全力で取り組んで
います。２９年度も、引き続き財
政健全化の取り組みを進め、区
民福祉のより一層の向上を目指
して、決意を新たに区政運営に
取り組んでいきます」
　（須藤コメント：青木区長は、
区議会の答弁で相変わらず役
人が書いた答弁書をつっかえな
がら朗読するのが、精いっぱい
だよ。青木は、４期目の区長だっ
てのに今年の、所信表明もこの
テイタラクだ。毎年、オウムか九
官鳥みたいに「住みたいまち住
続けたいまち目黒」を区政運営
の旗印にしている。でも、これは
青木区政で登場したキャッチフ
レーズじゃないよ。故・薬師寺克
一・前区長が自死する直前には

「住みたいまち目黒…」と言っ
ていた。するとパクリってことだ
よ。まあ、新鮮なのを考えられな
きゃ真似するか、そのまんまパ
クルしかないもんな）

　２４年ぶりに、基金残高が地方
債残高を上回りました。一方、待
機児童対策をはじめ、多くの課
題を着実に解決するため、安定
的な財政運営を行えるよう努め
ていく必要があります。さらに、
行財政改革に継続的に取り組
み、健全で強固な行財政基盤を

確立する必要があります。
　（須藤コメント：おい、青木区長！区民が読む
新聞で、いきなり財政用語の「経常収支比率」
なんて言葉を使っていい気になるじゃない。経
常収支比率がどういうものなのかを区民に説
明するのが常識ってものだろう。スマホやパソ
コンで検索すればすぐわかるけどね。一番わか
りやすいのを引用するとこうだ。経常的経費・自
治体の支出で、毎年支出されるもの。経常一般
財源・自治体の収入で、ひも付きでないものの
うち、毎年収入されるもの。経常収支比率とは、
経常的経費に経常一般財源がどの程度充（あ）
てられているかの割合だ。
　青木区長が、「行財政改革に継続的に取り組
み」なんてのは、きわめて危険そのもの。適正
な予算編成をせず、区民第一をほったらかし、
基金を積むのに専念して、基金残高が増えるの
を自慢するだけだ。２００９年にリーマンショック
による不況があったのはご存じの通り。青木は、
区政運営の失敗をすべてリーマンショックのせ
いにして、財政改革と称して図書館開館時間を
午後に短縮（こんなバカなことをやったのは東
京２３区で青木区長だけ）や寝たきり老人へ無
料配布だった紙オムツを無理やりはがすごとく
廃止した。人間味のまったくないやり方だ)

　平成２９年４月に、賃貸型や総合庁舎駐車場、
上目黒小学校を活用した私立認可保育所の整
備など、２９０人余り
の保育所定員拡大
を図ります。
　３０年度に向けて
は、中町一丁目国有
地への保育所整備
の取り組みを進めま
す。さらに、２９年度
予算に３０年度中の
賃貸型認可保育所
整備費補助５カ所分
を前もって計上するなど、待機児童解消に向け
た取り組みを着実に進めます。
　（須藤コメント：誰でも知っているように、目
黒区は待機児の多さでは最低や下から２番目
だった。ちょうど１年前に「保育園の落ちた日本
死ね！」が大問題になった。総理・安倍晋三なん

「住みたいまち、住み
続けたいまち目黒」の
実現を目指して

「区の財政状況は、経
常収支比率が８年ぶ
りに７９％まで改善

子育て支援の充実と
教育の振興

　ぼくは６０歳だった１８年前に、目黒区議会
議員としてスタートした。といっても、現在も週
刊誌にコラムを連載したり、テレビの特番に出
演したりしている。「どんなコラムを書いてん
の？」って聞かれるので、紹介しておく。まあ、読
んでみてよ！
　NHKが「打倒民放！」の勝負にでたな。人気女
子アナの桑子真帆（２９）、鈴木奈穂子（３５）、井
上あさひ（３５）の３人を一挙に異動させ、４月か
らそれぞれ報道番組のメーンキャスターに起
用する。むろんNHKは初めてだ。民放でもこん
な大胆なことをやったことないよ。
　もう一つおまけ。午後１時から３時間の新番組

「ごごナマ」の司会をあのボインのセクシー女
優・美保純（５６）がやる。
　桑子アナは現在、深夜番組「ニュースチェック
１１」のキャスターだが、４月からNHKの看板
報道番組「ニュースウオッチ９」のキャスターに
異動。
　東京外語大ロシア語科卒で入局７年目の大
出世。タモリの番組「ブラタモリ」のアシスタン
トで超人気者に。タモリと一緒に富士山に登っ
たとき、桑子が「タモさん、口数少な過ぎじゃな
いですか！」とツッコミ。富士登山では桑子の豊

かな尻が評判。中年男性ファンが多い。
　桑子は度胸もいい。昨年フリーになった古舘
伊知郎と番組で一緒になり、古舘が機関銃のよ
うにしゃべりまくるのでシカト（無視）した。古舘
は気ずかず「何もしゃべらなかった」だと。
　鈴木アナは、現在「「ニュースウオッチ９」の
キャスターをやっている。が、４月から「ニュース
７」の平日のキャスターに。　　
　法政大学学生のときはバトントワラーの主将
として大活躍。NHKに入局し松山支局で明石
家さんまと仕事で一緒になり、さんまが熱を上
げ、大阪で「松山には美人のアナウンサーがお
るでー」としきりにＰＲした。　
　鈴木の前任者は、いま京都支局にいる井上
あさひアナだ。２年ぶりに東京に戻り、「ニュー
ス７」のキャスターを土日祝に担当する。お茶
の水女子大卒でいま担当の歴史秘話ヒスト
リー」にぴったり。先日東大寺の７重塔を探るで
は赤い総模様の振袖姿で解説しお姫さまみた
い。
　美保純は、日活ロマンポルノやヌード写真で
男どもを興奮させたときと変わらない。中目黒
で一番うまい焼き鳥屋で、美保がイケメン青年
を連れ生ビールをグイグイ飲んでたっけ。

　昭和１０年東京生まれ。
昭和２２年５月３日、新憲法
が公布されたとき、宮内さ
んは中学１年生。憲法学者
で吉田内閣の憲法担当国
務大臣だった金森徳次郎
が、小学生・中学生にわか
る憲法解説書を出版した。
　宮内さんはいう。「私は
中学１年生で、興味をもっ
て金森徳次郎大臣の憲法
の本を読みましたよ。教え
てくれたのは、中学校の校
長先生でした。それまで天
皇は神様だと学校で教えら
れ、特攻隊が天皇陛下のた
めと死んでいったが、これ
からは主権在民の民主主
義だと教えられたのです」。
　青山学院大学経済学部
卒。(株)富士フイルムに勤
務。監査室監査課長として
７年間も業務監査を行う。
会社のお目付け役として
働く。

　退職後、地域活動を監
査の方法を生かして行っ
た。それが今回の区立小
学校校長の交際費の使
途の調査に大いに役立っ
た。昨年９月１８日、宮内
さんの地元である碑文
谷八幡秋季例大祭で奉
納者御芳名の看板に「鷹
番小学校校長　石丸靖
治殿」の貼り紙に３千円の奉納金があるのを発見
して写真を撮った。
　「これは、おかしい」と宮内さんが調べていく。鷹
番小学校校長は校長交際費で支払っていたのが判
明。宮内さんは、文科省、鷹番小学校、目黒区役所
の担当者などを取材して情報を収集した。そして、
昨年１０月、区長と区民の懇談会で、宮内さんが区
長交際費を神社仏閣の奉納金祭礼の祝い金支出
するのは憲法違反であると問題提起したのだ。

中学１年のとき新憲法発布！
７０年後に憲法精神を発揮して違憲見つけた！

か国会で「そんな投書がホンモノがどうか？」な
んて逃げようとした。逃げることでは、目黒区長
の青木も総理安倍に負けてないよ。
　１昨年、若いママさんたちが乳児をベビー
カー車に乗せ、幼児はママと一緒にパレードに
参加して目黒区役所へ。その様子が新聞に載っ
た。区長・青木と直接会って、待機児問題解消の
向けて懇談するはずだった。が、区長は公務と
称してドロン。逃げたといわれたよ。当然だよ。
　最悪の待機児問題で保護者の母親たちと面
会するのも公務。税金で給料をもらっている区
長公務そのものだ。所信表明では、“待機児童

解消に向けた取
り組みを着実に
進めます”ともっ
ともらしく述べて
いる。けれど、目
黒区ほど区長が
積極的にやらな
かった自治体は

ないね。区役所の駐車場、上目黒小学校、旧第
六中学校跡地、第四中学校跡地などを保育園
にするのは、ヤル気があればとっくにできてい
たのだ。

宮内実太郎さん略歴

須藤の議場の
姿アレコレ

議場での青木区長
ああ眠い！

区役所駐車場跡に中目黒ちとせ保育園（４月から園児６０人が）

目黒シティラン
王貞治スターター

　宮内さん紹介：めぐろ市民後見人の会代表　
定年退職後：地域活動、目黒区住宅政策審議委員、
目黒区シルバー人材センター、区政モニター、町
会、選挙投票所立会人など大活躍。資格：社会保険
労務士、中小企業組合士

女子アナで勝負だ！NHKが「打倒民放」にでたぞ！

百条委員会早わかり

青木区長所信表明はマンネリで「区民第一」ではないぞ！
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目黒区議
選 平成

15年
目黒区議

選 平成
19年

目黒区議
選 平成

23年

当 3,0
40須藤

甚一郎
64 無

元②

無所属・須藤甚一郎
区民の圧倒的な支持！
4回連続
トップ当選果たす！

目黒区議会議員（無所属）ジャーナリスト

須 藤 甚 一 郎
（すどうじんいちろう）

この政務活動リポートは、政務活動費で印刷し配布するものです。

　１９６７年以来、ジャーナリスト（雑誌記者、専門学
校ジャーナリスト講師、夕刊紙編集員、テレビリポ
ーター、コメンテイター）として４9年間活動。現在
も週刊誌にコラム連載。政治、司法、医学、災害、事
件から芸能ニュースまで取材範囲は幅広い。著書に

「まっ黒長屋の物語」（三一書房）ほか多数。
平成１１年４月　目黒区議選に初当選
平成１５年４月　２期目区議選に３０４０票（1位）
平成１９年４月　３期目区議選に４８９８票（1位）
平成２３年４月　４期目区議選に３９８６票（1位）
平成27年４月　5期目区議選に4303票（1位）
　無所属議員として、目黒区行政の不正、疑惑、税
金のムダ遣いなどを徹底的に追及しつづけてい
る。住民監査請求、住民訴訟、行政訴訟などの法
的手段を使って、目黒区の行政チェックをやって

いる。
こうした住民訴訟を提起してきた！
　これまで、目黒区旧区役所・公会堂を随意契
約で最高購入価格より３９億円も安く売却した
ため、当時の区長の損害賠償を求め住民訴訟
を提起した。他にも青木区長が、公務で新年会
１３２回出席、１１５万円余を支出した事案。めぐ
ろキャンパス内のレストラン「シェ松尾」の改修
工事で、青木区長が公費４７０万円余を支出した
事案。青木区長は「目黒区を楽しむ本」の制作、
発行に１５００万円支出したが、売上金２２００万
円余の金額が出版社の収入になった事案。子ど
も手当の目黒区負担分５億１８００万円余の公
金支出を差し止める住民訴訟を提起。
　旧区役所売却に係る住民訴訟で、私は政務
調査のための訴訟なので政務調査費の一部

（１３５，７２５円）を訴訟関係の費用に充てた。
　ところが、青木区長は平成１９年、政務調査費
の使途基準に反するとする違法な監査委員の
勧告を受け、私に返還命令処分をした。そこで、
平成２０年２月に、私は青木区長を被告にして、

処分取消訴訟を提起。同年１１月に、東京地裁
で勝訴。
　平成２１年９月には、東京高裁でも勝訴した。
平成２５年１月２５日、最高裁での判決があり、
処分した１３５，７２５円のうち１０７，３７５円は違
法であり、処分取消しで勝訴。
　平成２６年 区有施設見直し方針に関し住民
訴訟。安倍総理「集団的自衛権行使の閣議決定
は違憲」の行政訴訟提起。
平成２８年５月　JR跡地（旧国鉄）住民訴訟
早稲田大学第２政治経済学部政治学科卒業
昭和１４年（１９３９年）東京生まれ

発行日：平成29年3月21日
　　　　〒152-0034
　　　　東京都目黒区緑が丘１－１１－３
電　話：０３－３７２３－８１６７
ＦＡＸ：０３－３７１７－６２２３

発行人：須藤 甚一郎

　「アメリカの新大統領トランプはサイコパス
だ！」、「いや、元東京都知事、石原慎太郎もサイコ
パスじゃないの？」と言われている。
　「サイコパス」とはいったい何なのか？イン
ターネットで調べてみると、「反社会的人格の持
ち主を表す言葉（英語）だ」などとある。
　日刊ゲンダイによれば、サイコパスの特徴的
性格は、冷酷・無慈悲・尊大・良心の欠如・罪悪感の
薄さなど。
　石原慎太郎とトランプの共通項は多い。メキシ
コ人やイスラム教徒らへの嫌悪感むきだし。トラ
ンプが人種差別主義者であることは間違いない
が、慎太郎も隣国憎しで、「三国人発言」や「尖閣
諸島購入」などで、物議を醸してきた。中国を「シ
ナ」と言い続けるのも、その一端。
　信頼できる人物が家族だけというのも一緒。ト
ランプが長女の洋服ブランドの販売を中止した
百貨店にブチ切れた姿は、愚息かわいさの都政
私物化への批判に逆ギレした親バカ知事と酷似
している。
　脳科学者の中野信子氏は「文藝春秋」3月号
で、「トランプはサイコパスである」との論文を発

表。＜「サイコパス＝犯罪者」といったレッテル貼
りは非常に危険です＞と前置きしたうえで、トラ
ンプのサイコパス特性として５つのポイントを説
明している。
①根拠のない自信、②既存メディアを嫌う、③人
をモノとして扱う、④損得だけの人間関係、⑤女
性蔑視
　５つとも慎太郎にも当てはまるではないか。本
当は小心者なのに、常に虚勢を張り、意に沿わな
いメディアに喧嘩を売る。
　石原慎太郎の女性蔑視は昨年夏の都知事選
で、小池百合子候補を「大年増の厚化粧」とクサ
してヒンシュクを買い、小池に追い風となったの
は記憶に新しい。

「サイコパスってなあーに？」
トランプ米大統領・石原慎太郎元都知事がクリソだって！

①○藤○子さんより
　私は須藤先生のブログをよく拝見しています。
今日は区内のいろいろなことを聞いてください。
新聞の折り込みで届く「区報めぐろ」を読んでいま
す。私のような年寄りでも、目黒区主催の行事や町
会などの行事、お祭りなども興味があるのですが、
事前によくわかりません。私は、もちろん区民税も
町会費も納めている区民です。
　偶然通りかかった公園でのイベントや町会のお
祭りについて、いつも納得できないのです。区の
行事ももっと広報を丁寧にするべきです。町会は
一部の人の会ですね。住区センターは、もう誰が
使っているのか、わかりません。以前は住区セン
ターは、地元の住民中心で利用できましたし、住民
票などの入手もできました。しかし、いまとなって
は、地域に何の役にも立っていないような気がし
ます。
　わけのわからない利用なら、幼い子どものため
の保育園や、高齢者の介護で困っている地域住民
のための施設としたほうがよいのではないでしょ
うか。区民センターもひどいものです。図書館は
汚い、案内掲示板はボロボロ。自転車置き場は雑
草だらけ。プールの水もよくない。トレーニング室
は順番がとりにくい。テニスコートなどは本当に必
要なのか疑問です。
　区民センターは開設当時からよく利用しました
が、老朽化はしようがないにしても、保守管理を
適切に行ってほしい。最後にもう一つ。どこの区道
も植え込み灌木と花木は手入れが雑、青木区長が

「住みたいまち」と言うのなら、樹木や草花を通
りかかる区民がなごめるような区道にしてもらい
たい。すべて私たちが納めている税金なのですか
ら。

●田●江さんより
　私は、先日、目黒区民になった者です。目黒区
役所に所要があり行ったときに不快に思うことが
多々あり、ペンを執りました。
　その日は天気も良く、寒さもさほどではなかった
せいか、一階の窓口は少々混雑しておりましたの
で、二階の都税事務所の用事をさきに済ませようと
しました。二階なの階段で行こうと思ったが、階段
が見当たらない。なんと階段が見えないようにドア
が閉められているのにはあきれた。それで一階から
エレベーターで二階へ行き、税金を払った。
　そのあと、目黒区民になる住民票の移動手続な
どを一階に戻ってやろうとして、受付番号札を取っ
た瞬間、「あっ！取っちゃったんですかッ！」と女性職
員が怒った声。ひどいじゃないか。順番待ちの人が
いなかったらしい。それにしても不快だ。
　駅地下の食堂でもこんな応対をするおばさん
はいる。早く手続きを済ませようと、本人確認の免
許証、保険証を提示、そうしたら、今度は「早く免許
証の住所変更しなさい！」と、のたまう。また、その言
い方が窓口の職員とは思えない。ここもぐっと堪え
て、次に、国民健康保険課のほうに向かう途中、今度
はいま問題のマイナンバーの手続きをする場所。
これがまた、すごい。待っている人はゼロ。長椅子三
列がボンと置いてあり、仕事のない職員が多数、本
当に、多数、雑談をしている。なんだろうこれは。廊
下は昼休みの職員が横に並んで雑談しながら堂々
と歩く。いったいこの区役所はどうなっているの？
　先日まで港区民だった私は、港区役所と比べて
しまい、びっくり仰天！いえ茫然。私は目黒区民と
なった以上、区役所の職員、職務の改善を求めま
す。目黒区職員の皆さま、一度、港区役所に研修に
でも行ってみてくださいよ！

住区センターはもう保育園と
介護施設にしなさいよ！

こりゃあ黙っちゃいられないわよ！
＊目黒レディー投書＊

目黒区役所に転入届にいったら
不快なことばっかり！

　目黒区民の２人の女性から区政に関する投書をいただいた。そのままご紹介しま
しょう。区政の問題点の急所をしっかり捕えている。

　昨年１１月議
会 の 一 般 質 問
で、青木区長を
追及したが、こん
な事件があった
のだ。区立緑ヶ
丘小学校プール
でロッカーを壊
し盗難事件が発
生したが、管理業
者は４か月もそ
のまま、区の所
管課は議会にも区民にも報告しなかった。
　私がこの盗難事件を知ったのは、平成２８年
１０月２日、近所の住民から「緑ヶ丘小学校プー
ルの脱衣場ロッカーが壊され、利用客が２万円
盗まれたのに、いまだにロッカーは壊されたま
まだ。いったいどうなっているのか」と通報を受
けたからだ。
　そのため、私は緑ヶ丘小プールにいき、プー
ル管理をしている受託管理業者である(株)ジン
ダイの副責任者から事情を聞いた。説明は以
下の通りである。今年５月２９日にロッカーの鍵
とドアを壊し、利用客の財布から２万円が盗ま
れた。事件後に目黒区のスポーツ振興課から新
しい鍵が送られてきたという。

　そこで、私は「なぜ４か月も経った現在も新し
い鍵に取り替えていないのか？
　おかしいではないか」と聞くと、副責任者は

「見せしめです」と答えた。
　私が「誰に対する見せしめか」と確認すると、
石橋は「利用者が、貴重品を受け付けに預けな
いので、利用客への見せしめだ」と非常識な回
答をした。管理業務を仕事にしていて、４か月も
新しい鍵が届いたのに、修理しない理由にはな
らない。　
　(株)ジンダイは、現場責任者と副責任者（当

日対 応 ）名 前
で目黒区当て
に「報告書」と
送付してきた
が 、事 実を改
ざんして、「見
せしめのため」
と発言したの
に、「見せしめ
という訳では
ないが周知を
図る目的で修
理を見送って
い た 」と虚 偽
記載をしたの

である。極めて悪質である。
　議会の一般質問で青木区長を追及した。目
黒区は、盗難事件で区民が利用するロッカーを
破壊されたのに、受託業者が勝手な理由で４か
月も放っておくような悪質業者をどんな選定で
受託企業に選定し契約したのか説明せよ。
　目黒区の所管課であるスポーツ振興課は、盗
難事件発生から４か月後に私が当該盗難事件
を問題提起しても議会には報告せず。その理由
として、平成１９年６月５日「議会運営委員会資
料、企画経営部政策企画課」作成の「事務事業
執行に係わる議会への報告等について」の「事
件・事故・訴訟」に該当しないからだという。そん
なバカなことがあるもんか。
　区民が利用する区のプールで発生した盗難
事件は、議会への報告を通して区民に知らせ
る必要はないということなのだ。そんな規則を
つくることがそもそもおかしい。緑ヶ丘小学校
プールの施設管理業務及び運営・清掃業務委
託ジンダイとの年間契約料は、５３、４６０、０００
円であり、３６５日で割り一日当たりは、なんと
１４万６４６５円余である。契約料は高過ぎない
か。青木区長に説明しろ、と迫ったが、青木区長
は部下が書いた答弁書を「目黒区でプール管
理を依頼している管理料は、同等の管理料であ
り、特に問題はない」と答弁だったよ。どの質問
にも納得のいく答弁は皆無だったよ。

こんなことでいいのか！年間管理料は年間５３００万円余！
緑ヶ丘小学校プールでロッカー壊し盗難事故
目黒区行政の担当課は、議会にも区民にも報告せず！
プール管理業者は４か月も修理怠る！

管理業は「４か月も修理
しなかったのは、見せし
めです」と非常識回答！


